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角膜移植は混濁もしくは変形した角膜を切除し、正常なドナー角膜を移植することで視

機能の改善をはかる手術である。現代の角膜移植は深層層状角膜移植（DALK）や角膜内皮

移植（DSAEK・DMEK）などの角膜パーツ移植が増加しているが、全層角膜移植（PKP）

は、ほぼあらゆる疾患に対応できる基本の術式である。他の術式からのコンバートもあり、

すべての角膜移植を行ううえで必ずマスターすべき手技である。本講演では PKPの各段階

における注意点とコツを中心に説明する。 

 

1. 適応の決定 

表層移植と内皮移植が選択できない状況 

・角膜全層に異常のある疾患（外傷や感染後の混濁） 

・白内障同時手術（パーツ移植でもできないこともないが・・・） 

 ・術者の技量や設備の問題（ケラトームを買ってもらえない等） 

2. 麻酔 

・全身麻酔 

術中の安静、駆逐性出血の予防、術中硝子体圧の低下に関しては有利だが、可能な施設が限

られる 

・局所麻酔（球後麻酔・瞬目麻酔） 

どの施設でも可能だが、手技がやや難しい 

球後麻酔は球後出血のリスクがあり、起こした場合は手術を延期した方が無難 

3. 術前処置 

硝子体圧の管理 

 ・ホナンバルーン 

 ・マンニトール点滴 

 ・コアビトレクトミー 

4. 手術手技 

・フリリンガーリングを装着 

 局所麻酔の際は開瞼器一体型のダブルリングを使用した方が手術しやすい 

・放射状に角膜をマーキング 

 縫合法によって 8本と 12本を選択する 

・レシピエント角膜を切除する 

 通常は径 7.5ｍｍで切開するが、角膜の大きさによって変更する 



・ドナー角膜を切開する 

 レシピエント角膜の切開より 0.25ｍｍ大きい径で切開する 

 ドナーグラフト径を大きくすると近視化、小さくすると遠視化する 

・角膜を縫合する 

 新生血管の多い場合は端々16針縫合を選択する 

 連続縫合の場合は、連続 24針、連続 16針、連続 16針+端々8針などがある 

・乱視を調整する 

 ケラトリング等を使用する 

5. 角膜縫合の注意点 

上皮を一致させる 

gapの形成は角膜上皮の再生を遷延させる 

角膜の 60～80％の深さまで通糸する① 

表層付近を縫合した場合は角膜の強度が弱くなる② 

 100％通糸して縫合した場合は針穴からのリークが発生する（時間とともに閉鎖する） 

・持針器で針の中央を持つ 

 ・組織に対して垂直に針を刺入する（グラフトエッジを立てる）③ 

 ・針の曲線に逆らわない 

 ・途中で針を持ち直す 

 ・レシピエントのデスメ膜を確認する 

 ・レシピエント組織に鑷子でカウンターをかける④ 
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「表層移植」 

久留米大学医学部眼科学講座 門田 遊 

 

表層移植は、角膜実質の欠損を補充するために行われる方法であり、古くから行われてい

る ALK（Anterior lamellar keratoplasty）と 2000年頃から角膜パーツ移植と共に発展し

てきた DALK（deep anterior lamellar keratoplasty）がある。ALKは角膜実質の一部を削

って移植し、DALK は角膜実質ほぼ全層を削って移植する方法であり、光学的には DALK

の方が優れている。適応となる疾患は、角膜潰瘍穿孔、輪部デルモイド、再発翼状片、円錐

角膜、角膜実質瘢痕混濁、角膜ジストロフィ等がある。ALKは凍結保存角膜を用いて行い、

DALK では穿孔した場合に全層移植に変更できるよう新鮮角膜を用いて行っている。疾患

毎に VTRを供覧する。 

 

1）輪部デルモイド 

 

 輪部デルモイドは、角膜輪部に発生する先天性の腫瘍である。良性腫瘍であり、耳下側に

多い。角膜乱視のため弱視になることが問題となるため、早期から健眼遮閉による弱視治療

が必要となる。乱視が強く眼鏡装用にても視力が向上しない場合は、切除して表層移植を行

い、ハードコンタクトレンズの装用を行う。弱視となっている場合は 2～5歳の間に手術を

して弱視治療が必要になる。視力が良好な場合は美容的な問題のため、患者および家族の希

望に沿って行う。輪部デルモイドは、周囲の結膜を剥離後、腫瘍を囲む程度の大きさのトレ

パンで印をつけ、メスで腫瘍を切除し、凍結保存角膜をトレパンと同じサイズで打ち抜き、

ある程度薄くして厚みをそろえて 10-0ナイロン糸で端々縫合する。  

 

2）角膜潰瘍穿孔 

 

 角膜潰瘍穿孔は、感染性角膜潰瘍からの穿孔と非感染性角膜潰瘍からの穿孔がある。感染

性角膜潰瘍においては、活動性の高い状態の場合、手術時に感染病巣の取り残しがあると術

後感染が再燃する可能性があるので、適応と時期を慎重に行う。特に活動性のある病巣が瞳

孔領を含み深層に達し切迫穿孔あるいは穿孔している場合は、病巣を完全に取り除くこと

のできる全層移植を選択した方が望ましい場合もある。瞳孔領を含む病巣で感染が収まり、

切迫穿孔あるいは穿孔している場合、術後視力改善が望めない症例では ALKでよいが、視

力改善が期待できる症例であれば DALK あるいは全層移植を選択する。ALK は DALK に

比べ手術手技が用意で、全層移植に比べ拒絶反応のリスクが低いため、まず ALK を行い、

感染が落ち着いて DALK あるいは全層移植を行うという選択肢もある。この場合瞳孔を中



心にトレパンで丸くデザインし切除していく。角膜辺縁の潰瘍は、感染で穿孔しても虹彩が

嵌頓し前房が保てることが多く治療用コンタクトレンズ装用し、感染が収まってから穿孔

を閉鎖するために、ドナー角膜を輪部に沿った形に整えて ALKを行う。 

 

3）再発翼状片 

 久留米大学では、正面視で複視を訴えるような瞼球癒着の強い再発翼状片の症例に対し

て、結膜下増殖組織が伸展しないよう角膜輪部および強膜部分にバリアとして、保存角膜輪

部を用いて ALKを行っている。他にマイトマイシン C塗布、羊膜移植、自己結膜移植も併

用している。 

 

4）円錐角膜、角膜実質瘢痕混濁 

 

円錐角膜および角膜実質瘢痕混濁で角膜移植の適応となる症例は、光学的移植であり、術

後視力改善を目的とするため、DALK が適応となる。角膜内皮が障害され水疱性角膜症を

併発していれば全層移植の適応となる。円錐角膜は進行すると、角膜実質が菲薄化突出し、

ハードコンタクトレンズの装用が困難となる。デスメ膜破裂の既往がない場合、内皮細胞密

度は正常であることが多い。角膜実質瘢痕混濁においては、角膜内皮細胞密度の測定が困難

な場合が多く、角膜厚と角膜実質浮腫の有無で水疱性角膜症ではない事を確認する。DALK

の方法は、基本 big-bubble 法で行い、鏡面反射法、visco-delamination 法、divide-and-

conquer法、double-bubble法を組み合わせている。big-bubbleが形成されれば比較的容易

となるが、big-bubbleが形成されない場合には layer-by-layer法となり手技が複雑になる。

DALK を行うには、ポータブル OCT あるいは手術用顕微鏡に付属されている前眼部 OCT

が有用であると考えている。 
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はじめに
• 角膜内皮移植は角膜内皮機能
不全治療の第一選択

• PK（全層移植）に比べた
DSAEKの利点
強い創強度、乱視軽減、拒絶反応
が少ない・軽い、closed surgery、
etc

• DSAEK手術の特徴
ドナー角膜の薄切、デスメ膜剥離、
グラフト挿入、エア注入

• 本講演では自施設での方法を
中心に手術のコツ、注意点な
どについてお話しする

EBAA. 2017 Eye Banking statistical report. 2019

DSAEK模式図

手術の前に

• 適応の見極め
• フックス角膜ジストロフィ
• 偽水晶体性水疱性角膜症・LI後水疱性角膜症
• ウイルス性内皮炎後（術後管理注意）
• 難症例： PK後、ろ過手術後、多重手術後、無硝子体眼、
無水晶体眼、PASや虹彩損傷の強い症例、ICE症候群、
浅前房

• あらかじめ白内障手術・眼内レンズ挿入を
• 東大病院では二期的にDSAEKを実施している
• 角膜浮腫が強いと難しい→シャンデリア照明の併用

• PKかDSAEKか
• （多少の実質混濁があっても）できるかぎりDSAEK

 

 

 

グラフトの準備：薄切

• プレカット輸入角膜を使うのが簡単で早い
• コスト面の課題あり

• 国内ドナー角膜：人工前房とマイクロ
ケラトームを用いたグラフト作成
• 強角膜切片のリムは5mm程度に

• 部分的な菲薄化や白内障手術の角膜切開創
に注意

• グラフトを外すときは人工前房を横～逆さ
まにしてベコッと角膜がつぶれるのを防ぐ

グラフトの準備：打ち抜き

• 径8ｍｍが基本で虹彩前癒着の程度などにより
小さくすることを検討

• 偏心注意！
• ドナー固定時ずれていないか？
• 角膜表面の水分をふいておく

• 最後まで打ち抜けているか
• 四隅をしっかりおさえる

• 万一eccentric cutになってしまったら
• 全層になってしまっている部分は切り取る

吸引付きドナーパンチ

 

 

 



手術の流れ

• 術者は耳側に座る

• マーキング

• テノン嚢下麻酔

• 創の作製：主創5㎜

• 前房メンテナー：25G

• デスメ膜剥離

• グラフト挿入

• 創閉鎖

• エア注入

• グラフト位置調整

• 水抜き

• 仰向け術後診察

OS

創とマーキングの例

主創

逆シンスキ―用

前房メンテナー用

引き込み鑷子用

デスメ膜剥離

• 基本は直径8㎜

• 逆シンスキ―フックを用い、
内皮面を軽くなぞるように

• きちんと一周つなげること

• 前房灌流下

• エアを前房内に少量注入する
とデスメ膜を見失いにくい

• エア下に集めたデスメ膜を
鑷子で取り除く

逆シンスキ―フック

 

 

 

グラフト挿入
• Busin glide

• 引き込み鑷子を主創から十分にだ
してしっかりグラフトをつかむ

• 鑷子と同時に運びつつ本体を主創
に差し込む

• グラフトを引きいれる

• 主創閉鎖を確認してそっとグラフ
トをはなす

• NS-Endo Inserter
• 本体を主創に差し込んで少し勢い
よく前房内にグラフトを注入する

• 本体の引き抜きもさっと

Soma et al, 2018

エア注入とグラフト位置調整
• グラフト挿入後主創を1針閉じたら、ま
ずは少量のエアをグラフト下に注入

• もれないように創閉鎖をしっかり

• エア注入：32G鋭針を使用
• エア注入前に水で十分眼圧をあげる

• 入れすぎない：グラフトを覆えれば十分

• 虹彩裏にまわらないように

• 角膜表面をなでるようにホストグラフト
間の水抜き
• スリット光や術中OCTで水隙確認

• 抜けきらなければ、Stab incision から
水抜きとグラフト位置調整
• 25Gポートナイフ

 

 

 

術後管理
• 術後約2時間、床上仰臥位
• その後、診察、眼圧、グラフト
接着の確認
• エアと瞳孔領の位置関係を確認→
瞳孔ブロックの場合はサイドポー
トからエア抜き

• 万一グラフトが接着していない場
合は再度エア注入

• 術後投薬
• ベタメタゾン点眼6回から漸減
• ステロイド全身投与

• 合併症
• 眼圧上昇
• グラフト脱落
• 拒絶反応 etc

最後に

• DSAEKは内皮障害の方を
救う画期的な手術

• 慣れれば決して難しい手技
ばかりでもない反面、エア
の扱いなどほかの手術には
ない独特なものもあり注意
が必要

• 難症例にも拡大可能！がん
ばりましょう！

DSAEK術後
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第44回日本眼科手術学会総会、京都
教育セミナー 「角膜移植移植の基本手技」

セットアップ

1) 移植片作業台；Injector内への装填など

2) 麻酔；全身麻酔、球後麻酔+瞬目麻酔、
テノン嚢下麻酔

3) 手術器具；硝子体手術器具

虹彩切除や空気置換に便利

StellarisPC (ステラリスPC)

コンステレーション

通常の白内障手術機器でも可

 

 

 

セットアップ 移植片作成のコツ

1) 適切なドナーの選択； 高齢の方が厚く、
ロールしにくいため、展開が容易

2) Tearの予防；白内障手術切開創に注意

3) 作成終了後に患者は入室

 

 

 

空気還流下でのデスメ膜剥離

硝子体手術機器

＝StellarisPC やコンステレーションがあれば容易

白内障手術機器

＝助手が側管から空気を入れても良い

移植片挿入のコツ

1) 挿入時の前房安定

⇒挿入器を工夫；ガラス管

⇒または、粘弾性物質の併用

2)飛び出しに注意する

⇒硝子体圧を下げる

⇒圧迫、硝子体切除、全身麻酔

開瞼器の圧を軽減

3)進行方向に注意する

 

 

 



DMEK GRAFT EJECTION

日本人眼に合ったmodified DMEKが必要

移植片展開のコツ＝表裏を正確に

• デスメ膜は、内皮細胞の基底膜

• 若いデスメはロールしやすい

• 高齢のデスメはロールが弱い

内皮が外側、デスメが内側にロールする

(Arch Ophthalmol, 2011)  

 

 

 裏返し誤挿入⇒Primay Graft failure

 ➢Marking Donor法3）

 ➢Chandelier DMEK4）

 ➢術中OCTの使用

3) Matsuzawa A et al: BMJ open ophthalmology, 2017

4) Shimizu T et al: Cornea, 2017.

(Eye, 2009)

初心者で20％
熟練者でも10％は失敗
原因は裏返しが多い
Graft表裏を確認する工夫

移植片展開のコツ＝表裏を正確に

Standard no-touch technique

; Melles technique 

 

 

 

術後管理

1)移植片剥離

前眼部OCTによるこまめな観察

必要に応じて早めの空気再注入

予防にはSF6ガスの使用

2) 虹彩変化、虹彩後癒着

散瞳薬の点眼、消炎

3) 嚢胞様黄斑浮腫

後眼部OCTによる観察

ドナー選定を慎重に

セッティングを几帳面に

浅前房眼では移植片脱出に注意

Marking やOCTで表裏を合わせて

SF6ガス使用、CMEに注意

Take home message

DMEK成功のこつ

 

 


